
ジャガーズ公式戦年次・大会別成績 　　　　　　　　　　　　　　　　　1980.5.3（S55年）創立、1980.5野球連盟加入

　　　　　　　　　　　　　1985.6（S60年）スポーツ少年団加入
スポーツ少年団 野球連盟少年部大会（Aクラス） 　　　　　　　　　（Cクラス） 県大会等

年度 春 秋 春季 夏季 秋季 新人戦 卒業記念駅伝 夏季 秋季
2009年度 Aﾌﾞﾛｯｸ1位 第3位 1回戦敗退1対2 3回戦敗退山クラに Cブロック2位 第6位入賞/20 1回戦敗退 3回戦敗退 県横浜銀行カップ
（平成21年度） 決勝ﾘｰｸﾞへ 運動会第11位/18 桜森ベアーズに 6対9　5位～8位 決T 第3位 第3位 37分31秒 ホワキンに 中クラに 1回戦敗退（5：6）

1勝1敗で準優勝 優ドリ、桜ベ2位 推薦で県横銀杯へ 2対8 1対16 対寒川・寒川エース
2010年度 Aﾌﾞﾛｯｸ2勝1敗で 2回戦敗退 2回戦敗退2対8 1回戦敗退1対6 Aﾌﾞﾛｯｸ5位 2回戦敗退 第１３位/23 1回戦敗退 1回戦敗退 厚木杯　4勝　第3位
（平成22年度） 2位決勝リーグ 運動会第5位/15 ﾎﾜｲﾄﾗｲｵﾝｽﾞに ﾎﾜｷﾝに、優勝ﾌﾞﾙ 1勝3敗 38分５６秒 ホワキンに ﾚｯｽﾞに ﾔﾏｸﾗ準優勝

進出ならず優勝ブル 優勝ﾌﾞﾙ 厚木杯推薦 優勝ﾌﾞﾙ 優勝ﾌﾞﾙ37分08秒 5対7 3対11 優勝厚木県央少年野球ｸﾗﾌﾞ
2011年度 1勝、２回戦敗退 1回戦ｼｰﾄﾞ2回戦ｽﾗｯｶｰｽﾞにO：:4敗退 1回戦敗退1対11 1回戦敗退0対7ﾌﾞﾙに Bﾌﾞﾛｯｸ４位 １回戦ｼｰﾄﾞ 第１９位/２２ １回戦敗退 １回戦敗退
（平成２３年） 緑野ﾋﾟﾝに1:6 優勝南林間ﾌｧｲﾀ ﾌﾞﾙに ０勝３敗 2回戦敗退ﾌﾞﾙに2:3 ４１分４０秒 ﾎﾜｷﾝに ﾎﾜﾗｲに５：８ 　　　　　　　無し

優勝ブル 運動会？位 優勝ブル 優勝ブル 優勝南林間ファイ 優勝　北ﾄﾞﾘ 優勝ﾌﾞﾙ36分58秒 ３：９で

2012年度 ２回戦敗退 準優勝（優勝ﾎﾜｷﾝ） 　　　優勝 １回戦敗退１：１１緑 Bﾌﾞﾛｯｸ３位 1回戦敗退0-24 A　11位38分09秒 第３位 １回戦敗退 厚木杯１勝、２回戦敗退
（平成２４年） ﾎﾜｷﾝに１：８ 運動会第７位/14 　全日本学童へ 野ﾋﾟﾝに 1分２敗 ﾎﾜｲﾄﾗｲｵﾝｽﾞに B　20位41分59秒 ﾚｯｽﾞに５：１１ 対綾瀬・綾瀬ｽﾄｰﾑｽﾞ

優勝北大和ﾄﾞﾘ 初日が中林小運動会で辞退 優勝北大和ﾄﾞﾘｰﾑｽ 優勝大和クラブジュニア 優勝ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞ 優勝ﾔﾏｸﾗA36分08秒 優勝北大和ﾄﾞﾘｰﾑｽ 優勝桜ヶ丘ｽﾗｯｶﾞｰｽﾞ

2013年度 ２回戦敗退 ２回戦 2回戦敗退 １回戦敗退 Aﾌﾞﾛｯｸ４位 ２回戦敗退 綾瀬蓼川ｿﾌﾄ球場予定 １回戦敗退 １回戦敗退
（平成２５年） ﾌﾞﾙｽﾀに１：１２負 ﾎﾜｲﾄﾗｲｵﾝｽﾞに0:10負 ﾎﾜｲﾄﾗｲｵﾝｽﾞに1:9 北大和ﾄﾞﾘｰﾑｽ0:10 １分２敗 桜ヶ丘ｽﾗｶﾞｰｽﾞ0:4 残雪で中止 北大和ﾄﾞﾘｰﾑｽ３：１２ ﾎﾜｲﾄｷﾝｸﾞｽ0:20

優勝ﾌﾞﾙｽﾀ 優勝ﾎﾜｲﾄﾗｲｵﾝｽﾞ 優勝ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞ 優勝ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞ 優勝ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞ 優勝大和ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 優勝ﾚｯｽﾞ 優勝ﾚｯｽﾞ
運動会第5位/15

2014年度 2回戦敗退 3回戦（準決勝）敗退第３位 ２回戦敗退 ２回戦敗退 Cブロック１位 2回戦敗退 A　5位入賞38分38秒 Bｸﾗｽﾚｯｽﾞに２敗 Bクラス 横浜銀行杯１回戦敗退
（平成２６年） 優勝桜ヶ丘ｽﾗｯｶﾞｰｽﾞ 対桜ヶ丘ｽﾗｯｶﾞｰｽﾞ３：６ 緑野ﾋﾟﾝﾁｰｽﾞに１：８ 山ｸﾗに1:12 ２勝１分け 北大和ドリームスに５：７ B　15位41分16秒 CｸﾗｽRBCと合同 ﾚｯｽﾞに１勝１敗１分け、失点差で負け 対南足柄狩野ｴﾝｾﾞﾙｽ０：７

に４（１）：４（５）負け
優勝　桜ヶ丘ｽﾗｯｶﾞｰｽﾞ,

運動会9位/15 優勝ブラック」ジャガーズ
敗者戦で勝ち上がり５位横浜銀行

杯へ
　　　　決T準優勝　県央・県北大会へ

優勝桜ヶ丘ｽﾗｯｶﾞｰｽﾞ
優勝ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽ　　　　　　　　　　ﾞ

準優勝北大和ﾄﾞﾘｰﾑｽ

優勝ﾎﾜｲﾄｷﾝｸﾞｽA　　　　３
７分２１秒 2:22敗退 準優勝

県央県北大会１回戦敗退　対吉岡ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ
５（１）：５（２X）

2015年度 ２回戦敗退 2回戦敗退 ２回戦敗退 準優勝 Dﾌﾞﾛｯｸ２位１勝２敗 ２回戦敗退 ９位40分０９秒 人数不足で出れず 人数不足で出れず リスト杯１回戦敗退
（平成２７年） 桜森ベアーズに７：８で敗退 ﾚｯｽに２：５で敗退 ブルースターズに７：１２ 決勝北大和ドリームスに１：１３で敗退 決勝T１回戦敗退北ﾄﾞﾘに０：１０ 北大和ﾄﾞﾘｰﾑｽに７：９と惜敗 対平塚市城島イーグルス２：７

優勝ﾚｯｽﾞ 優勝　レッズ 　リスト杯へ 優勝大和中央クラブ 優勝北大和ﾄﾞﾘｰﾑｽ

桜森ベアーズは３位 運動会準優勝/15　(優勝ﾎﾜｲﾄｷﾝｸﾞｽ） 優勝ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞ 優勝　北大和ﾄﾞﾘｰﾑｽ 優勝北大和ﾄﾞﾘｰﾑｽ 優勝ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞ 優勝ﾚｯｽﾞA３７分３７秒

2016年度 １回戦敗退 第３位 第３位 １回戦敗退5:9ｽﾗｯｶﾞｰｽﾞ Dﾌﾞﾛｯｸ１位３勝０敗 ３回戦敗退 11位39分３０秒 人数不足で出れず 人数不足で出れず 厚木杯２回戦敗退
（平成２８年度） ブルースターズに5：14で敗退 ブルースターズに４：８で負け ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞに２：１０で敗退 ｽﾗｯｶﾞｰｽﾞ第５位 決勝T１回戦敗退大ｸﾗに０：１５ ブルースターズに  ０：１で敗退 対厚木ニューウェーブ０：１０

優勝ブルースターズ 優勝大和クラブジュニア 厚木杯推薦 優勝ブルースターズ 優勝桜ヶ丘スラッガーズ 優勝大和中央クラブ

優勝ブルースターズ 運動会３位/14　(優勝桜森ベアーズ） 準優勝　ブルースターズ 優勝ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞ 優勝大和クラブジュニア 優勝ブルースターズ ３６分３８秒

201７年度　　　　（平
成２９年度） 優勝 第３位 第３位 ２回戦敗退 優勝 ３回戦進出ベスト8 １０位39分55

Bクラス１回戦敗退スラッ
ガーズに４：９　　　　優勝大

和中央クラブ

６月スポ少県大会２回戦敗退
対茅ヶ崎若草野球クラブ３：４

決勝対北大和ドリームス
緑野ピンチーズに０（２）：０（0）で負け      優勝

緑野ピンチーズ

準決大和中央クラ
ブに２：４敗退 大和中央クラブに０：１０

Dﾌﾞﾛｯｸ２勝１敗三つ巴の中２
位で決勝トーナメントに進出 南林間ファイターズに

ブラックジャガーズ大和シャインズ
と３チーム

左記に加え林間野球クラブが入り４
チーム合同で参加Aブロック１勝２敗

で３位

７：６で接戦を制す
秋　運動会　準優勝

優勝ブルースターズ 優勝　桜ヶ丘スラッガーズ 優勝大和中央クラブ
決勝は南林間ファイターズを８：６
の接戦、シーソーゲームを制す

８：９逆転サヨナラ敗
退　ベスト８

優勝ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞ
３６分48秒

で合同チーム結成出場１勝２敗で
Cブロック３位　　優勝南林間ファ

イターズ 優勝南林間ファイターズ
 １１月県央県北大会１回戦吉岡サプリング

スに敗退３：８

２０１８年度 ２回戦敗退 第　３　位 ２回戦敗退 １回戦敗退 Dブロック２位決T進出 予リーグC組 １２位４１分１１秒 ブルと合同で参加 ブルと合同で参加 厚木杯２回戦進出

（平成３０年度）
ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞに4:6で敗

れる
桜ヶ丘スラッガーズに２：３

で敗れる
ホワイトライオンズ

に３：８ 南林間ファイターズに0:8 決T１回戦敗退 ２勝１敗で２位
予選リーグ1勝１敗１分で３

位
予選リーグ２勝で決T

進出 対妻田ブルーフォックス２：５で敗れる

優勝ブルースターズ 優勝ﾎﾜｲﾄｷﾝｸﾞｽ WLは３回戦敗退 ファイターズは３位 南林間Fに０：４ 決勝T進出ならず　　優勝ﾎﾜｲﾄｷﾝｸﾞｽA　　　 決勝T進出ならず
決T１回戦北ﾄﾞﾘに０：５

で敗れるも

第　３　位
秋　運動会　優勝 優勝緑野ピンチーズ 優勝大和クラブジュニア 優勝南林間F 優勝緑野ピンチーズ ３７分５２秒 優勝大和中央クラブ 優勝大和中央クラブ

２０１９年度 第３位 第３位 １回戦敗退 １回戦敗退 Aブロック２位で Cブロック４位 １５位４３分０１秒 ﾎﾜｷﾝ・シャインズと合同 ホワライと合同

（H31・R１年度）
桜森ベアーズに０：

１５で敗退
北大和ドリームスに３：７

で敗退 桜森ベアーズに 大和クラブジュニアに 決勝T進出 １勝２敗 予選リーグ２勝１敗 予選リーグ１勝２敗
優勝ブルースターズ １：１４で 0:10 大和クラブジュニアに ワイルドカード ３位

２：４で敗れる 優勝ブルースターズ で決勝あｔ進出 決勝Tに進めず
秋運動会４位 準優勝

優勝ブルースターズ 優勝北大和ドリームス
優勝北大和ド

リームス 優勝南林間ファイターズ 優勝ブルースターズ
優勝林間野球ク

ラブ ３８分０５秒 優勝大和中央クラブ
優勝南林間ファイ

ターズ
２０２０年度 コロナで中止 桜森ベアーズに３：４ コロナで中止 コロナで縮小 Dブロック２位 Bブロック１位 コロナで中止 コロナでCクラス中止 人数不足で出れず

（R2年度） で敗れる １回戦BJに８：４で勝ち ２勝１敗で決勝Tへ ３勝０敗 高円宮杯が９月県大会のみ
優勝北大和ドリームス ２回戦北ドリに４：５で負け 大和中央クラブに 決勝T　優勝 優勝大和中央クラブ 県央県北大会実施

優勝大和クラブジュニア １：２２で敗れる 優勝　ジャガーズ 他の大会はコロナで全て中止
運動会コロナで中止 優勝大和クラブジュニア 優勝大和クラブジュニア

２０２１年度 優勝 優勝 優勝 準優勝 Dブロック２位,第三位 Bブロック３位 人数少なく出場できず ホワライ・ﾎﾜｷﾝ・ ６月高円宮杯出場
（R3年度） 桜森ベアーズに８ｘ：７ 北大和ドリームスに９X：７ Bブロック ３戦全勝 １勝２敗 ジャガーズ合同 １回戦南生田ウィングスに２：９で

県大会は高円宮杯
とWなのでベアーズ

が出場 運動会コロナで中止

決勝は南林間
ファイターズに９
ｘ：２で勝利、県高

円宮杯へ

決勝は南林間ﾌｧｲﾀｰｽﾞに
ｏ：５で敗れる、県会長杯

へ

準決勝で桜森ベアーズ
に０：１２で大敗、優勝は

南林間ファイターズ 決勝Tに進めず

予選リーグBブロック
和尚３敗で４位決勝

Tに進めず

敗れる
７月会長杯県大会１回戦川和

シャークスに４：８で敗れる


